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経済論叢(京都大学)第 178巻第 3号， 2006年 9月

自営業という選択

一一所得と偶人関空がもっ影響の分析*

高畑雄嗣

I はじめに

個人は様々な理由に基づいて職業を選択する O 例えば自ら事業を行うには，

あろう O 教育水準や性知， リスクに対する態度，さらには

所得に対する見込みも職業選択を左右する O あるいは労働市場政策にも

れるだろう O

そこで本稿では個人が自営業も含め，現在の職業をどのような理由に基づい

て選択し現在に至っているか，そして現在の就業形態に変化を与えうる

何かを検討する O

このような課題を扱うのは，次の 2つの事柄に関わっているからである O ま

ず第 1に日本は先進国の中でも比較的自営業比率が高いものの，低下し続けて

いるとし、う事実である O 各国の自営業比率の推移は OECD[2000Jで報告され

ているが， Blanchflower [2000Jではそれらを集計して1966年から1996年まで

の10年おきの自営業比率の推移を示している O

それによると自営業に農林水産業を合んだ場合も除いた場合も減少傾向は変

わらない。いずれにせよ職業選択という観点から日本の労働市場の現状を把握

し，将来の動向を考察するには被雇用者だけでなく，自営業者の分析も必要で

あろう O

* 本稿の作成とデータ使用には京都大学橘木俊詔教授から有益な助言を頂いた。厚く御礼申し一仁

げる。なお，残る誤謬と意見に関する項自については筆者のみの責任に帰す。
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2つめには起業して自営業を選択する者が増加すれば，雇用の受け皿として

期待できると共に，新しいビジネスの担い手になると期待されるからである。

この 2つめの視点に基づけば，開業後に自営業者として事業を継続できるかど

うか，そして継続のためにはどのような要因が鍵となるかが単に開業できるか

どうかよりも重要と言える。よって本稿においても自営業の新規開業よりも自

きを置いて分析対象としている九

以上のような自営業就業についての関心に基づいて実証分析を行う O そして

推定結果に基づいて，どのような個人属性が自営業確率を左右するのかを検討

するが，まず先行研究について簡単にふれておく。

Evans and Jovanovic [1989Jは流動性制約を考慮に入れた上で，期待所得

の大小関係によって自営業就業が決定されるモデルを考えている O そのモデル

、た実証分析からは，開業時の流動性制約の存在が確認される O 流動性

制約に注目した実証研究は他にも Evansand Leighton [1989J， Holtz-Eakin， 

Joulfaian and Rosen [1994JやBlanchflowerand Oswald [1998Jがある O こ

れらは共に相続や遺産などに注目して流動性制約の存在を示している。 Dunn

and Holtz・Eakin[1996Jでは，流動性制約のみならず世代間のつながりにも

及しており，親の職業が子の自営業就業に大きな効果を与えることを示してい

るO

また自営業所得と被雇用者所得の違いが自営業確率を左右するとし、う仮説に

基づいた実証研究として Reesand Shah [1986J， Taylor [1996Jがある O そこ

では自営業所得が被雇用者所得を上回ると自営業確率を高めることが示されて

いる O

日本の自 関する研究に [2001J，玄田・神林 [2001J，松繁

[1996J，三谷 [1996J などがある。宮里 [2001J はリスクに対する意識や仕

事に対する意識などの変数を用いて， リスク回避的な個人ほど自営業を避ける

ことを実証している G この結果は橘木 [1994Jでも指摘されている自営業者に

1) Blanchflower and Oswald [1998]でこの点についての指摘がされている。
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なる資質(危険に対する態度，独立心旺盛なこと，仕事の困難度，など)が自

営業就業に影響を与えるとし、う仮説と一致している O

玄間・神林 [2001Jでは1980年代以降の日本における自営業減少傾向の要因

について言及しており，その理由として年齢効果と資産保有状況を挙げている O

年齢効果の背景には加齢に伴う自営業所得の上昇が 被雇用者よりも抑えられ

ていることを指摘している O

松繁 [1996Jでは起業後の成長にとって重要な要因を検証し，起業後の自

業継続においても資金制約が重要だとしている O 一方で人的資本については有

意ではなI.t)2)。また三谷 [1996J は高齢期の自営業就業に注目した研究を行っ

ている O

このように自営業に関する研究で主に注目されてきたのは， (1)開業や事業

継続に対して流動性制約が存在するのか， (2)教育・親の職業・リスクに対す

る態度といった個人属性が自営業確率に与える効果， (3)所得が自

左右するのか，といった事柄に要約されるであろう O 本稿でもこれらの点に注

自して分析を行う O まず第H節で実証分析のモデルを提示し，第田節以降では

推定結果に基づいた考察を行う O 最後に結論と今後の課題を述べる O

11 実証分析のモデルとデータ

1 実証モデルの理論的背景と仮説

本稿では実証モデルを用いて分析を行うが， Lee [1978J， Rees and Shah 

[1986J， Taylor [1996Jで行われている就業形態別の所得の差に注目した

structural form probitによる推定を行うヘ

本稿のデータからは，調査時点で個人が自営業者か被雇用者かを調査してい

るが，就業形態が変化した 2時点開のデータを得ることは難しい。さらに本稿

2) 人的資本の変数として学腔，他社での従業員経験の有無，他社での経営者経験，最も長く勤め

た会社での経験年数，その会社の規模等を用いている O

3) 自営業就業についての実証分析では Takiand Tachibanaki [1995]が多項ロジットを用いた分

析を千子っている。
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で考える自営業者は新規開業者と自営業継続者の両方を含んでいるが，そのほ

とんどは勤続年数 1年以上であるので，本稿では勤続 1年以上の自営業継続者

を分析対象にした。この点については上述したように，開業だけでなく

継続の分析が重要という理由による O

ところで自営業就業を左右する要因はいくつかある O 例えば相続経験・親の

職業等が先行研究でも取りよげられている O また後で、も触れるように，少ない

被雇用者所得しか得られないならば，自営業者になることも選択肢になるが，

多くの被麗用者所得を得られるのならば，自営業を選択する動機は抑制されよ

うO つまり自営業者所得と被雇用者所得の大小関係に基づいて自営業就業が決

定されると考えられるので，この両者の差も説明変数となる。このよう

形態を左右する要因はいくつか考えられるが，各々の変数が持つ意味とそれら

の変数を用いた実証モデルは先行研究を基に考察されるので，それらについて

簡単に触れておく O

自営業就業を分析する理論モデルのほとんどは，現在から将来にわたる期待

効用の割引現在価値， もしくは就業形態選択時点での 1時点の効用の大小関係

によって特徴付けられる o Evans and Jovanovic [1989J は， モデルに

よって所得に依存した意思決定を考えているが その所持は被雇用者では経験

年数や教育水準，自営業者では能力や資本，借入制約に依存すると仮定してい

るO 本稿ではこれらを参考にしつつ自営業 被雇用者の所得や就業形態の意思

決定は年齢，教育水準，所属する産業区分，保有資産などに依存すると仮定す

るO

Dunn and Holtz-Eakin [1996Jは流動性制約，人的資本の効果を表すものと

して資産と親の職業を用いている O 特に資産については流動制約という観点だ

けではなく，親の資産は家族の一員である子供の仕事への熱心さ，規律，独立

心などとも関連するとしている O 本稿では流動性制約と人的資本継承の 2つの

側面をあらわすものとして，相続経験の有無や親の職業を使用する O

Blanchflower and Oswald [1998Jでも実証分析では相続に関するデータを
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用いて流動性制約の問題を扱っているが，理論モデルにおいては，

効用が被雇用者の効用と同じ水準に至るまで自営業への参入が行われるケース

と流動性制約や開業能力等の制約から充分な参入が行われず，自営業者がレン

トを得るケースを考慮している o 2つのケースには若干違いはあるが，

参入を促す要因として開業プラン・開業ピジョンを持つ人の割合，借り入れで

きる可能性に関しては共通しており，これらに関する考察は年齢，保存資産，

仕事に対する態度を用いて考察を行う D 一方独立することから得られる非金銭

的効用や最適な資本ストックの大きさがもたらす効果は， 2つのケースで

なっているが，これらは仕事への態度や産業区分を代理変数として実証モデル

で考慮する O

Rees and Shah [1986Jは structuralform probitを用いた実証分析を行って

いる O その前提となっている理論モデルは就業形態別の所得，仕事の特性，そ

の他の観測できない属性に依存すると仮定している O 特に就業形態別の所得に

ついては，各々の分散にも依存し，自営業所得の分散が被雇用者所得の分散よ

りも大きいならば，それを補うだけの自営業所得を得られることが

の条件になるとしており，リスク回避度についても同様のロジックが当てはま

るO つまり自営業就業にはそれに見合うだけの所得が必要であり，被雇用者所

との差異が重要だといえる O さらに自営業所得の分散を小さくするものとし

て教育水準を考えている O 教育水準が高い人々の能力はある程度の水準で同質

化・均一化され分散が小さくなる，あるいはより多くの情報を得ることで効率

的な自営業経営ができると仮定している O よって就業形態間の所得差とそれに

対する教育水準の影響を検討する D

玄田・神林 [2001J は年齢に注目した実証分析を行っている O 年齢は経営ノ

ウハウの蓄讃，不確実性問避のノウハウ獲得を表すとともに加齢による被雇用

者としての地位向上や収入安定，さらには体力低下や新技術への対応力を意味

すると考えられることから，実証分析に用いられている O
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2 実証モデル

structural form probitの定式化について述べる o seとeは各々自営業と被

雇用者を意味し，個人 iについて

ように表す九

と被雇用者所得はそれぞれ次の

ln 1';=口Xiserse十εise εse""'N(O， a;e) 、、a

，，r
寸

t-ぬ

〆
f
S
1
¥

lnWiニ Xiere十εie εe""'N(O， a;) ( 2 ) 

ここで Xise，Xieは各々の所得を決定する変数である。また structuralform 

probit は

1/=ooOn Yi-ln Wi)十Xi01一ε1ε""'N(O，σ2) ( 3 ) 

とおく九 Xiは所得差以外の就業形態決定要因である。また，(1)， (2)式を

( 3 )式に代入して，

1/ニX/s-ε/ (4) 

とし、うように reducedform probitを表すo stの分散は 1とする。ここで IF二三O

ならば自営業であり Yiが観測され，1/<0ならば被雇用者として Wiが観測

される。このようなモデルでは (1 )式と(2 )式において E(εseI1/:?:0)ポ0，E 

(εε11/<0)学Oであるので，推定はまず reducedform probitを行い，所得関

数のサンプルセレクションバイアスを修正するための修正項を求める O 次に修

正項を含む所得関数を推定し，最後にその理論儲を structuralform probitの

説明変数に用いて(3 )式を推定する。なお修正項を含む所得関数は，

山 f-j(Xi*め\，~ln Yi=Xiserse十σ'see*1 -' \~~Z t-'/ I十ηse
r¥F(Xts) I . 

4) 所得関数の標準誤差は Lee[1978]に基づいて導出する。

5) structural form probitでは自営業所得と被雇用者所得の理論値を求める際には同じ産業内で職

業選択を行うと仮定している。例えば，被雇用を選択する場合，それまでの職歴や教育水準，訓

練などが制約となって他産業への移動が国難な場合が考えられる。自営業を選択する場合でも，

それまでの経験を生かして同じ産業内で就業するならば他産業への移動が行われない。本来なら

ば地の産業への移動も考患に入れるべきかもしれないが，実際に転職するi緊にはそれまで働いて

いた経験などを生かして同じ産業に従事することも自然な仮定であろう。この点については

Taylor [1996]を参照。
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E(ηselI/二三0)=0 ( 5 ) 

山 ( j(X/め¥I ^~ 
lnWi二=Xiere十σEε*l iηe 

' ¥l-F(Xts) / 鯛

E(ηelli*<O) =0 (6 ) 

となる O ここで Fは標準正規分布の分布関数，jはその密度関数である O さら

に(5 )式， (6)式の各々について σsee*口 Cov(ε的 ε*)，σぜ こCov(.se，♂)であ

る。同様に(5 )式と(6 )式について，E(εsel1i*泊 )=σSee*(--=f(れL)，及び
( f(Xアs)¥ ¥F(Xi*s)/ 

E(εeII/<O) =σω{…心企~)である O
¥l-F(X/s) / 

3 データについて

本稿の実証分析で用いるデータは財団法人生命保険文化センターが実施した

「ライフサイクルと生活保障に関する調査Jの個票データである O このアン

ケート調査が実施された地域は東京圏 40km間，大阪国 20km

20km閣であり，調査期間は平成11年8月28日から 9月17日である O また，調

査対象は30歳から69歳の男性と女性である O 有効回収数は 1497，回収率は

65.1%であった。記述統計量は第 1表に示している O

本稿で用いるのはフルタイム・男性の被雇用者および自営者であり，パート

タイムやアルバイトの仕事に従事している個人は除いている O また，自

については農林水産業は除いて，非農林水産業に従事しているものを対象にし

たヘところで自営者として分類される個人の中で，法人経営者は当初は被雇

として当該企業に就職して，その後昇進して経営者になるケースが多いと

考えられる O したがって彼らを自営業者に含めるかどうかが開題となる O そこ

で松繁 [1996]，三谷 [1996J，宮里 [2001J では企業規模100人未満の非農林

漁業の経営者を自営業者に含めており，本稿でもこれらに従う O

6) Iライフサイクルと生活保i主主に関する調査jでの会社経営者(オーナ…)，商工サーピス自営業，
独立系経営管理職(フランチャイズ経営等)，自由業(著述業，弁護士，開業医，プロスポーツ
選手等)を自営業とした。
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第 1表記述統計量

被雇用者 自 三凸旦， 業

平均 標準偏差 平均 標準嬬差

年 齢 44.85 ( 49.97 ( 

勤続年数 16.84 ( 22.12 ( 11. 65) 

相続経験 0.264 ( 0.44) 0.404 ( 

持家 0.344 ( 0.48) 0.518 ( 

親・自営業 0.232 ( 0.42) 0.567 ( 0.50) 

教青年数 13.76 ( 2.39) 12.6 

建設業 0.15 ( 0.149 ( 

製造業 0.424 ( 0.149 ( 

卸売等 0.207 ( 0.41) 0.461 ( 0.50) 

サービス業 0.22 ( 0.42) 0.241 ( 

高収入指標 2.66 ( 2.96 ( 1.13) 

困難度指標 2.03 ( 1.73 ( 0.88) 

借入等に関するリスク意識 0.713 ( 0.45) 0.454 ( 0.50) 

金融資産 1，068.45 (1，863.89) 1，453.83 (3，015.26) 

不動産 2，843.95 (5，748.97) 3，698.59 (7，451.48) 

所 得 675.56 ( 335.20) 595.57 ( 433.28) 

サンプル数 314 141 

III 推定結果:Reduced Form Probit 

第 2表には(4 )式の reducedform probitの推定結果を記している O ここで

は興味深い結果を示している有意な係数についてのみ検討する O

まず教青年数は負の推定値を得た。教育水準が高いと自立し事業を継続して

いく能力や資質が高まるので，自営業確率は高まるとも考えられるが，少なく

とも本稿の結果からはそのような見解は当てはまらない。むしろ教育水準が高

まれば，被雇用者として高所得を得ることが可能になるので，自営業確率は低

くなるのだろう O このことは後述するように所得関数における教青年数の係数

推定値からも推測できる。さらに推定結果からは教育水準向上は自営業所得の

分散を低下させ， リスク回避的個人の自営業就業を促すとL、う仮説は支持でき
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第 2表 ReducedForm Probit 

{系 数 限界効果

定数項 -0.316 ( -0.408) 

年齢 0.0227料( 2.3 ) 0.00544 

勤続年数 0.0374 ( 1. 61 ) 0.00897 

勤続年数2 -8.51E-04 (-1.58 ) -0.000204 

相続経験 0.315ヰ( 1. 92 ) 0.0754 

親・自営業 0.948林中( 6.03) 0.227 

教育年数 -0.123林中(-3.76) -0.0295 

建設業 -0.186 ( -0.806) -0.0445 

製造業 -0.904林中(-4.31) -0.217 

卸売等 0.277 ( 1.46) 0.0665 

高収入指標 0.247牢料( 3.39) 0.0592 

困難度指標 -0.295料串 (-3.56) -0.0708 

借入等に関するリスク意識 -0.530申制，(-3.54 ) 一0.127

サンプル数 455 

Log likelihood -195.19 

LR 172.93 

注:* : 10%水準で有意 ** : 5 %水準で有意 料*:1%水準で有意。括弧内はt1l査。

卸売等は卸売・小売・飲食業。産業区分の基準はサービス業。

ない。

また structuralform probitの分析においても述べるが，親が自営業者であ

れば，本人の自営業確率も高まる O これは人的資本と資産の継承が大きな効果

をもっということである O 流動性制約の存在については親の職業のほかに相続

経験の有無からも見て取れる O 産業区分に注自すれば，製造業では自営業確率

は低くなるがサーピス業などと比べてより多くの資本ストックが必要なことが

原因だと推測される O さらに後述するように仕事・リスクに対する態度が就業

形態選択に影響を与えており，心理的側面も重要であることが確認できる O

IV 推定結果:所得関数

所得関数の推定結果は第 3表に記しである O
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第 33護所得関数

被躍用者 自 営 業

係数 係数

定数項 4.67***( 26.25 ) 5.56*料(12.55 ) 

勤続年数 0.0463**牛( 6.23) 0.0592***( 2.92) 
主Z包ワ

-0.644E-03申**(-3.57) -0.158E-02料*(-3.81) '1".... I 7' 

教育年数 0.0839*料( 7.92) 0.0312 ( 1.06) 

建設業 -0.0235 ( -0.305) 0.0101 ( 0.051) 

製造業 0.0799 ( 1.19) -0.0446 ( -0.221) 

卸売等 -0.0525 (-0.744) -0.0728 (-0.457) 

修正項 0.0825 ( 0.893) 0.125 ( 0.772) 

サンプル数 314 141 

Adj. R2 0.344 0.101 

F 24.5 3.26 

控:* : 10%水準で有意 ** : 5 %水準で有意 *** : 1 %水準で有意。括弧内は d在。

卸売等は卸売・小売・飲食業。産業区分の基準はサービス業。

自営業者と被雇用者の所得関数の違いで注目されるのは，教育t水準の効果で

ある O 自営業者の場合，教育年数は正だが有意ではなく，被雇用者では正で有

ある O また，係数の絶対値も被雇用者の方が大きい。このことは教育水準

が高いほど被雇用者所得が高くなり， なる動機を抑えることを意味

する O この点については reducedform probitの推定結果でも触れたが，教育

水準の上昇は自営業就業に必要となる能力の獲得よりも被雇用者所得増加につ

ながる側面が強く表れていると考えられる O 高学歴な個人ほどより高い所得が

られる産業，あるいは大企業に就職できるとLづ事実が背後にあるのでこの

ような結果が生じたのであろう O

玄田・神林 [2001J では，年齢に伴う自営業所得増加の度合が低下したこと

により，自営業確率が低下することを指摘している O 一方，本稿の高学歴化が

被雇用者の所得増加につながるとL、う結果は，日本における

の一因は高学歴化によるものであるという推測が成り そうであれば，

等教育が大衆化していくプロセスにおいて自営業者比率が低下していったと考
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えられる九ただし自営業所得関数の係数推定値も正ではあるので，これらの

点については本稿では推測の域を出ないが，過去および将来のデータが充実し

ていけば，実証的な検証が可能となるだろう O

V 推定結果:Structural Form Probit 

( 3 )式の structuralform probitの推定結果は第 4表に記しである O

親が自営業であれば自営業確率が上昇する。親が自営業である効果は 2種類

あると考えられる 1つは Dunnand Holtz忍akin[1996Jが指摘するように，

親から子供への人的資本の継承が，子供の職業に大きな影響を与えうることで

ある O ここで親から子供へ継承される人的資本というのは，自営業者としての

経験や事業を行う上でのノウハウ等が受け継がれるとし、う意味である。親が自

ならば，そして特に子供が親と同じ産業で自営業就業する場合や，親が

持っていた顧客を引き継ぐことができる場合は，その効果はより大きくなるで

あろう。 Dunnand Holtz主akin[1996]ではアメリカでも職業選択についての

世代間の相関が見られ，この点については日本も同様である O

もう 1つの効果は親が自営業ならば，その庖舗や資産等を相続できるので，

子供も自営業である可能'性が高まるというものである O これら 2つの効果が親

が自営業ダミーで表されるが，本稿ではさらに相続経験ダミーを導入する O

その推定値は正であり流動性制約の存在を意味すると言えようヘまた相続

が自営業就業に影響をもっとは，親の資産が何らかの効果を持つということで

ある O その効果とは先に触れたように流動性制約緩和がまず第 1に考えられる

が，親の資産はその親の仕事や 1)スクに対する考え方等にも左右されるとも考

えられ，なおかっそうした親の考え方が子供である調査対象者に引き継がれる

7) 単に教育水準だけでなく，樋日 [1992]，[1994]，大橋 [1995]，安部口997] などが示してい

るように大学入学の難易度や名門大学であることが就職や所得の決定に重要なら，この議論には

より詳細なデータが必要となる。

8) 本稿では流動性制約の検証のために，金融資産と不動産および持家の有無を用いたが有意では

ない。ただし資産は就業形態に依存して決定される内生変数である可能性が為る。したがって内

生性を考慮した推定がより望ましい。
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第 4表 StructuralForm Probit 

係 数 限界効果

定数項 -2.75料*(-5.44) 

就業形態間の所得差 0.701***( 2.86) 0.191 

年齢 0.0407***( 4.81) 0.0111 

相続経験 0.259* ( l.68) 0.0704 

親・自営業 0.979***( 6.66) 0.266 

高収入指標 0.280***( 4.09) 0.076 

困難度指標 -0.271料*(-3.49) -0.0737 

借入等に関するリスク意識 -0.562中**(-4.00) -0.153 

サンプル数 455 

Log likelihood -219.25 

LR 124.79 

注:* : 10%水準で有意**: 5 %水準で有意 *** : 1 %水準で有意。括弧内は t催。

卸売等は卸売・小売・飲食業。産業区分の基準はサーピス業。

とすると，相続すなわち親の資産は仕事への取り組み方 とも考えられ

るヘこれは後で見る仕事やリスクへの態度の影響ともあわせて考えられよう O

ただここで注意すべき点は，相続経験の時期がデータに含まれていないこと

である O つまり相続経験が開業前のものか，あるいは開業後のものか分からな

いので相続経験の意味合いを検証するのが難しい。開業前の相続であれば開業

時の流動性制約を緩和すると共に，現在の自営業就業に役立つと考えられる O

しかし開業後の相続ならば自営業者としての事業継続に有用な資産継承を意味

する。ただしいずれの場合でも調査時点での自営業確率を左右する要因の 1っ

として考慮すべきであろう O

年齢の係数は正であり，年齢が高し、ほど自営業確率が高くなる O 自ら事業を

行う場合は開業資金の調達，労働経験の蓄積，ピジネスパートナーとの関係構

ビジネスプラン・開業ピジョンの構築が必要であろうが，これらは年齢が

ある程度高いほど充実すると考えられる.その効果が生じているのだろう O

しかし玄田・神林 [2001Jが述べているように，年齢とともに被雇用者とし

9) Lentz and Laband [1990]， Dunn and Holtz-Eakin [1996]を参照。
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ての地位向上や収入安定，さらには体力低下や新技術への対応力低下が原因と

なって，年齢上昇は自営業確率を低下させることも推測されるし，本稿での結

果は彼らが指摘する年齢効果が原国である近年の30歳代・ 40歳代の自営業者減

少による影響とも考えられる O

自営業所得と被雇用者所得の差については，係数が正で有意となっている O

自営業者としての所得が多いほど，自営業確率が高まるのは予測される結果が

られたといえる D 被雇用者所得が自営業所得よりも加齢に従って安定的に伸

び，かつ学肢の効果も大きいのならば，これらの所得決定要因によっては所得

差が現在よりも小さくなり，今後さらに自営業就業が抑制されるかもしれない。

また先に述べたように，自営業所得と被雇用者所得の大きな違いの 1つは，

教育水準である O したがって自営業確率や自営業者比率の変化は，教育水準以

外の個人属性はもちろんのこと，個人がどのような教育を受けるかに左右され

ることになる O よって今後は自営業の分析には教育水準決定の分析も行う必要

があるだろう O 本稿でも reducedform porbitや所得関数の推定結果から教育

水準が所得を通じて就業形態選択に影響を与えることが確認できるが，更なる

分析が必要である O

仕事-に対する考え方， リスクへの態度も reducedform probitと

である O 本稿では高収入を重視するかどうかの指標と仕事の密難度についての

指標を用いた。高収入指標はその値が大きくなるほど雇用よりも高収入を重視

することを示している O 一方，関難度指標はその催が大きくなるほどやりたい

仕事よりも楽な仕事を望むことを示している O まず高収入指標は雇用よりも

収入を重視する人ほど自営業を選択していることを表している O また，困難度

指標は楽な仕事よりもやりたい仕事を求める人ほど自営業を選択していること

を明らかにしている O この結果は困難な仕事ややりがし、のある仕事を避ける傾

向が自営業比率低下の一因ではないかと本唆する橘木 [1994] の主張や宮里

[2001] の実証分析の結果とも一致している O

またリスクに対する態度については， 関するリスク いる O
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推定結果からは借入等に関してリスクを感じる人ほど自営業確率は低下するこ

とが分かる O この結果は流動性制約の存在を間接的に示しているとも考えられ

ょう O

ところで Blanchflowerand Oswald [1998Jによると，労働市場において自

営業への参入が充分行われた結果として自営業と被雇用者の効用全体が等しい

場合に，独立することで得られる非金銭的効用や，やりがし、が増加すれば告営

業就業を促す。

ただし一方では，自 おいてレントがある状況(資本市場における

の非対称性による参入障壁が理由)では，最適な資本ストックが少ないほど自

営業就業が促進されるとしている O

よって先述したように多くの資本ストックを要する製造業で自営業就業が抑

制されるとし、う結果，逆に言えば必要な資本ストックが少ないほど自営業が促

進されることは，仕事に対する考え方から得られる結果とは異なるので，

業参入がどのような状況にあるか(参入が自由に行われているのか，あるいは

資本市場における情報の非対称性による参入障躍があるのか)については確定

的な結果が得られない。しかし親の職業や相続経験の推定結果からは資金面の

問題が重要であることは確かだろうし，借入等に関するリスク意識の係数から

も資本市場の不完全性に起因する流動性制約の存在は大きいと言えるので，参

入が充分自由に行われているのではないだろう O

VI 結び

本稿では自営業確率を左右する要因を実証分析によって検討した。主な結果

は以下のとおりである O

自営業就業を促す要因は年齢，自営業の親，自営業所得と被雇用者所得の差，

仕事への考え方，相続経験である O 就業形態間の所得の差が大きくなるほど自

営業確率が高まるということは，開業後の事業継続をはじめとする各種の中小

企業に対する支援策の充実が所得の増加につながれば，自営業確率を高めるだ
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相続経験

親・自営業

教育年数

建設業

製造業

卸売等

サービス業

所得

金融資産

不動産

持家

高収入指標

困難度指標

借入等に関するリスク意識

ろう O

第 178巻第3号

付表変数の定義

相続経験有=1

親の職業ダミー O 親(世帯主)の職業で最も長いもの

が自営業=1

中学(旧制小，高等小)は 9年。高校(旧制中)は12

年。短大・高専は14年。大学・大学院は16年。

建設業ダミー

製造業ダミー

卸売・小売・飲食業ダミー

サービス業ダミ一

年間所得(万円)

金融資産(万円)

不動産(万円)

持家ダミー。持家(住宅ローンなし)あるいは持家

(親名義)= 1。持家(住宅ローンあり)，賃貸住宅・

貸家，給与住宅(社宅，寮など)= 0 

5段階の値をとる変数。数値が大きいほど躍用の安定

性よりも高収入を重視する O

5段階の値をとる変数。数値が大きいほど自分がやり

たい仕事より

金融機関からの借入等に関するリスク意識。以下の設

問中少なくとも 1つを選択すれば 1の値をとる:事業

立ち上げのための資金 資金繰り悪化や取引先の倒産，

金融機関の破綻や貸し渋り。

一方，自営業就業を抑制するのは教育水準と製造業での就業である O 教育水

準については所得に与える効果が自営業と被雇用者で異なり，自営業確率に影

響を与えることも注目すべきだが 異時点間のデータを用いるなどして更なる

検証が必要である O 製造業での自営業就業抑制は設備投資費の大きさが原因で

あることが推測されるが，仕事そのものへの晴好だけでなく流動性制約という

観点からもどの産業に属するかが重要であることが示唆される O

またリスクへの態度や相続経験の有無は流動性制約の存在を示唆していると

考えられる O さらに相統経験については，親の職業と相続や贈与に関する税制

も重要な研究対象となるであろうし，自営業者比率を高めて新しいピジネスの
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担い手となることを期待するならば，単に公的融資制度の充実だけではなく，

税制にも配慮することが必要となるかもしれない。
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